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平成２８・２９年度において、鋸南町が発注する建設工事、測量・調査、物品、業務委託等の入札に参加し
ようとする方は、入札参加資格審査を受け、入札参加資格者名簿に登載されることが必要です。参加を希望さ
れる方は次のとおり「ちば電子調達システム」を利用して申請を行ってください。
◇申請書受付期間 平成２７年 ９月 1６日（水）から平成２７年１１月１６日（月）午後５時まで
◇申請方法および提出先
パソコンとインターネット環境、メールアドレス（携帯電話のアドレス不可）が必要です。
「ちば電子調達システム」のホームページから申請を行ってください。送信後、印刷した申請書及び添付書
類等を県共同受付窓口へ郵送してください。
なお、詳細を記載した平成２８年・２９年度入札参加資格審査申請（当初申請）マニュアルにつきましては、
ちば電子調達システムホームページよりご覧ください。
また、申請される際は、マニュアルを熟読の上、手続きを行ってください。
◇問合せ先 鋸南町役場総務企画課
℡０４７０−５５−４８０１
鋸南町ホームページ（入札情報）http://www.town.kyonan.chiba.jp/
ちば電子調達システムのホームページ https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/

菱川師宣記念館では、秋の企画展として「浮世絵に観る名月」を開催します。日本の四季や風景を詩情豊か
に描いた歌川広重を始め、三代豊国、二代国貞、月岡芳年らの浮世絵版画作品の中から、描かれた月の風景を
選び、名月のある風景、日本人と月との関わり、日本の風
情と魅力を紹介する展覧会です。館山市在住の個人浮世絵
美術館、鎌田コレクションから名品を借用展示します。
資料館でお月見はいかがですか。この機会にぜひご覧く
ださい。
◇問合せ先 菱川師宣記念館 ℡５５−４０６１
「風流源氏つくだ」歌川広重・三代豊国

●平成２７年１０月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●今回の調査では、先にインターネットでの回答を受け付け、インターネットで回答されな
かった世帯には紙の調査票を配布して調査を行います。紙の調査票は、調査員に直接提出
いただくか、郵送で提出いただけます。
●９月１０日から、調査員がインターネット回答のための書類をお配りします。スマートフ
ォンなどからも回答できますので、できる限りインターネットでの回答をお願いします。
詳しくは、今回配布しましたチラシをご覧ください。
◇問合せ先 総務企画課 企画財政室 ℡５５−４８０１
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暮らしの情報館

リニューアルした B＆G 海洋センタープールを多くの方々にご利用いただきありがとうございます。
さらに安心してご利用いただくため、プールの清掃・メンテナンスを実施しますので、９月１日（火）から
１４日（月）までの間プール施設を休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
◇問合せ先

B＆G 海洋センター

℡５５−４４１１

体重がなかなか減らないとお悩みの方はいません

最近、運動不足ではありませんか？

か？一緒に楽しく汗をかいて、健康なカラダづくり

楽しく笑って運動教室を次のとおり開催しますの
で、お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

をしましょう。

◇日

◇日

時

９月８日（火）

時

９月１０日（木）
、９月１７日（木）
２０：００〜２１：１５

１０：００〜１２：００
◇場

所

すこやか １階集団指導室

◇場

所

すこやか １階集団指導室

◇講

師

国際武道大学 中島 一郎氏

◇講

師

エアロビクス 森 理恵氏

◇対

象

４０歳以上の鋸南町在住の方

※エアロビは運動量が高いので、普段から医療機
関に通院している方は、主治医に運動をしても

※普段から通院されている方は必ず医師に運動をし

よいかを確認の上、ご参加ください。

てもよいかを確認の上、ご参加ください。
◇持 ち 物

◇対

水筒（飲み物）
、タオル、動きやすい服装

◇持 ち 物

※運動の間で水分補給をしますので、必ず飲み物を

２０歳以上の鋸南町在住の方
水筒（飲み物）
、タオル、
動きやすい服装、室内運動靴

お持ちください。
◇申込期間 ９月４日（金）まで

象

◇申込期間 ９月９日（水）まで

※土日を除く

※土日を除く

◇申込方法 電話でお申し込みください。

◇申込方法 電話でお申し込みください。

◇申込み・問合せ先

◇申込み・問合せ先

保健福祉課 健康推進室
℡５０−１１７２

保健福祉課 健康推進室
℡５０−１１７２

千葉県では、飼育できない等の理由で施設に引き取られる不幸な犬・猫が年間約５，６００頭もいます。その
うち約８割が子犬・子猫です。このような不幸な犬・猫をなくすため、
（公社）千葉県獣医師会と（公財）千葉
県動物保護管理協会では、毎年動物愛護週間行事の一環として不妊・去勢手術普及助成事業を実施しています。
子犬・子猫が生まれたら困る方・生まれても育てられない方は、必ず不妊・去勢の手術をしてあげてください。
◇助成の対象となる動物（高齢、生後半年未満、病気による場合など、手術ができないことがあります。
）
①飼いイヌ

今年度の狂犬病予防注射が済んでいて、登録がされている手術可能なオス・メス

②飼いネコ 手術可能なオス・メス
◇応募期間

９月２０日（日）〜９月２６日（土）の消印有効

※期間前後の消印は無効になります。

※応募多数のため毎年抽選となっています。一世帯あたり１頭＝１通のみの応募。
※応募される方は、役場地域振興課、すこやか町民サービスコーナーに応募用紙があり
ますので、お問い合わせください。
◇助成金額

助成利用券を利用し、今年１２月２６日（土）までに手術を受けた場合、手術
費用から５，０００円が助成されます。また、手術と同時にマイクロチップを
装着される場合は、マイクロチップ費用の一部として１，０００円が助成されます。
※手術費用は動物病院によって異なりますので、事前に動物病院にお問い合わせください。

◇問合せ先 公益社団法人 千葉県獣医師会
℡０４３−２３２−６９８０
公益財団法人 千葉県動物保護管理協会 ℡０４３−２１４−７８１４
地域振興課 まちづくり推進室

℡５５−１５６０

２

暮らしの情報館

◇日
◇場

時

１０月６日（火）

所

◇相 談 員

館山調停協会では、無料調停相談会を開催します。

１０：００〜１６：００

夫婦関係・相続など家庭内や親族間のもめごと、土

千葉地方法務局館山支局 ２階相談室

地建物・借入債務・交通事故など民事のもめごとに

伊藤 明浩氏

ついて、裁判所の調停委員が手続きの相談に応じま

◇相談内容

す。

公正証書（遺言、任意後見、尊厳死宣言、離婚に伴

◇日

時

う給付請求、その他の契約）の作成及び会社の定款・
私文書の認証に関する事項

１０月３日（土）
１０：００〜１５：００

◇場
所 館山市コミュニティセンター ２階
◇問合せ先 館山調停協会 ℡２８−５４６８

◇申込期間 ９月２４日（木）〜１０月２日（金）
※電話での相談には応じられません。
◇申込み・問合せ先 館山公証役場 ℡２２−５５２８

千葉県税理士会館山支部では、予約制の無料税金
相談会を開催します。

次回は、９月２日（水）です。

◇日

時 ９月１５日（火）
、１０月２０日（火）
、

◇回収場所 各地区の指定回収場所

１１月１７日（火）

◇回収品目 新聞・チラシ

１０：００〜１５：００

◇時

間

７：００〜９：００

※収益金は学校の施設整備、児童図書の充実等に活用

◇場

所

千葉県税理士会館山支部

◇内

容

税金全般に関すること

◇予約・問合せ先 千葉県税理士会館山支部

されます。

担当 早野 ℡２３−４１３２

地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

千葉県南総文化ホールでは、外国人の感性や文化、そして安房郡市の国際交流協会の活動について広く県民の
皆さんに理解していただき交流の場とするため、
「国際交流フェスタ in AWA」を開催します。
外国人による日本語スピーチコンテスト」では、千葉県に在住する外国人の方が地域社会の中で感じ、考え、
発見した、（自分の国と日本の文化・生活習慣の違いなど）を題材にして、自分の経験・意見を日本語でスピー
チして頂きます。たくさんの応募をお待ちしています。
◇日

時

１２月１３日（日） 開場：１２：３０ 開演：１３：００

◇場

所

千葉県南総文化ホール 小ホール

◇応募資格 日本在住通算年数 初級：5 年以内 上級：特に設けない
過去の本大会で最優秀賞を受賞していないこと。※初級で受賞した場合は上級への応募可能。
◇募集人数 初級 8 名 上級 5 名 いずれかの希望のコースに応募してください。
応募が募集人数を越えた場合は、書類審査で募集人数に絞る場合があります。
◇テーマ等 テーマは自由です。
（例：
「私のお国自慢」
「私が経験したカルチャーショック」など）
◇応募方法 発表内容を日本語で４００字程度に要約して、題名・住所・氏名・年齢・国籍・職業（学校名・学
年）
・電話番号を応募用紙に記載し、郵送、Fax、または添付メールで応募してください。
※申込書は、千葉県南総文化ホール窓口及び、ホームページ（http://nanso-bunka.jp）よりダウンロード
できます。
◇応募締切 １０月２４日（土）
出場者の決定（予備審査）応募人数を大幅に越えた場合は書類審査で人数を調整し、不通過となった応募者に
は、１０月３１日（土）までに通知します。
◇主

催

千葉県南総文化ホール

◇申込み・問合せ先

〒294-0045 館山市北条 740-1

国際交流フェスタ事務局（千葉県南総文化ホール内）
℡２２−１８１１

Fax２２−１８３４

E-mail

担当 石井・亀井

asami-ishii@kmix.co.jp
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寸劇を通して、わかりやすく成年後見制度の概要や職

千葉財務事務所では、無料の窓口相談を開設してい

務を伝え、制度の利用促進や周知を図ります。

ます。専門相談員が解決のための助言を行い、必要に

◇日

時

１０月４日（日）１３：００〜１６：２０

応じ法律専門家に引き継ぎを行っています。

◇場

所

千葉商工会議所 第１ホール

◇受付時間 ８：３０〜１２：００

◇定

員

２５０名

１３：００〜１６：３０ （土日を除く）
◇問合せ先 千葉財務事務所 債務相談窓口

◇申込方法 申込書を Fax または E メールでの送信

℡０４３−２５１−７８３０

◇申込書配布場所 社会福祉協議会、役場保健福祉課
※千葉県社会福祉協議会のホームページからもダウン
ロードができます。
◇申込期間 ９月２５日（金）まで
◇参 加 費

５００円

◇申込み・問合せ先
千葉県社会福祉協議会 千葉県後見支援センター
℡０４３−２０４−６０１２
Fax０４３−２０４−６０１３
E メール smile@chibakenshakyo.com

〜 有 料 広 告 欄 〜
職 員 募 集

新・中古車販売 車検 修理 鈑金塗装

○職 種 看護補助者（日勤のみも可）
・・若干名
○日 勤 ８：１５〜１７：１５
○夜 勤 １６：１５〜翌９：１５（月２回平均）
○給 与 １５５，０００円〜（夜勤手当別途）
○勤務地 鋸南病院（指定管理）
※その他お気軽に
医療法人財団 鋸南きさらぎ会
お問合せください。
℡０４７０−５５−２１２５

車のことならなんでも！
鋸南町 ひぐらし自動車

℡５５−２８２６

（採用担当）※土・日・祝日を除く

弁護士による無料法律相談を実施します。
◇日
時 ９月１１日（金）
１０：００〜１４：００
◇場
所 鋸南町立中央公民館
◇相談内容 法律相談一般
※無料、予約不要
◇問合せ先 清水博司法律事務所
℡０４３−２０２−２１８５
組合員・准組合員の皆様へ
まごころ込めてお手伝い

安心と信頼の
０１２０‐０１５‐９８３
ご葬儀のこと・法事のこと・お盆のこと
お気軽にご相談下さい

年中無休 ２４時間受付
町公式ホームページのバナー広告も募集しています。

◇問合せ先

４

総務企画課 企画財政室

℡５５−４８０１

